
区分 実施時期 検査結果を利用する場面 対象者 検査の種類

ワクチン
検査パッ
ケージ・
対象者全
員検査等
定着促進

緊急事態
宣言下等 緊急事態宣言下等における行動制限の緩和等

・３回目接種の未了者
・対象者全員検査※の利用者
※ワクチン接種有無に関わ
らず、利用者全員に検査
を行うもの

・原則、抗原定性検査のみ
【例外としてPCR検査等を受検】
・10歳未満の者
・高齢者施設入所者や入院
者への面会の者等

８月３１日
まで

地方公共団体や民間事業者が、様々な場面・場
所において、社会経済活動を回復・継続する取
組
例）ブロック割等の都道府県間の旅行、高齢者
施設での面会、結婚式等

一般検査 ８月３１日
まで

知事の判断により、特措法第24条第９項に基づ
き、感染に不安を感じる無症状者に対して行わ
れた受検要請に応じた県内在住の方の感染状況
の確認

・感染リスクが高い環境に
ある等のため感染不安を
感じる県内在住の方

・ＰＣＲ検査等
・抗原定性検査

ＰＣＲ検査等の無料化事業の期間延長について

◇電話相談窓口（和歌山県ワクチン・検査パッケージ等促進事業事務局）

現在、県では７月３１日まで県内在住の無症状の方に対して、特措法２４条第９項に基づき、「感染に不安を感
じる場合はPCR検査等を受ける」よう要請しているところですが、その期限を８月３１日まで延長します。
なお、症状がある場合は、無料検査ではなく、直ちにクリニックを受診してください。

◇ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業について 赤枠：変更箇所

◎県民等問合先
電話番号 : 050-3626-2225（9時～17時・無休）

FAX : 073-423-5660
◎検査実施事業者(薬局等)問合先

電話番号 : 050-3626-2690（9時～17時・平日のみ）
FAX : 073-423-5660 

令和４年７月１９日
記 者 発 表

和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部
阪上・小川・片岡・東
電話 073-441-2275

7月31日まで



検査場所名 所在地 備考

1 和歌山県薬剤師会おくすりセンター薬局 和歌山市本町2-1フォルテワジマ5F 薬局

2 あおぞら薬局岩橋店 和歌山市岩橋1583-13 薬局

3 池内興業合同会社検査部 和歌山市中之島821 衛生検査所

4 イサオ薬局 和歌山市六十谷369-2 薬局

5 今村病院 和歌山市砂山南2丁目4番21号 医療機関

6 イオン薬局和歌山店 和歌山市中字楠谷573番地　イオン和歌山店1階 薬局

7 ウエルシア薬局和歌山有本店 和歌山市有本102-7 薬局

8 ウエルシア薬局和歌山楠見中店 和歌山市楠見中28-3 薬局

9 ウエルシア薬局和歌山栗栖店 和歌山市栗栖37 薬局

10 梅北薬局紀ノ川店 和歌山市梶取1-32 薬局

11 エグチ薬局内原店 和歌山市内原941-23 薬局

12 エグチ薬局 和歌山市黒田120アソートクロダ1F 薬局

13 エバグリーン薬局古屋店 和歌山市古屋82-1 薬局

14 エバグリーン薬局塩屋店 和歌山市塩屋５丁目67-1 薬局

15 エバグリーン薬局四ヶ郷店 和歌山市加納295-1 薬局

16 エバグリーン薬局新中島店 和歌山市新中島124 薬局

17 エバグリーン薬局福島店 和歌山市福島89-1 薬局

18 エバグリーン薬局宮街道店 和歌山市秋月227-2 薬局

19 オレンジクリニック木村耳鼻咽喉科 和歌山市向151-4 医療機関（休止中）

20 かるがも薬局和歌山駅前店 和歌山市友田町5丁目45 薬局

21 きのくに薬局 和歌山市藤田15番1 薬局

22 医療法人アイ・ウィルこうざき産婦人科 和歌山市堀止南ノ丁3-7 医療機関

23 サンシティ関西PCR検査センターぶらくり丁 和歌山市米屋町３番地ぶらくり丁BLISSビル１階 衛生検査所

24 真進堂薬局 和歌山市松ヶ丘１-8-23 薬局

25 真進堂薬局高松店 和歌山市西高松1丁目3-21-1 薬局

26 そうごう薬局古屋店 和歌山市古屋59 薬局

27 第一薬局 和歌山市吹屋町4-14-2 薬局

28 第一薬局医大前店 和歌山市紀三井寺863-26 薬局

29 第一薬局川永店 和歌山市島234-7 薬局

30 第一薬局黒田店 和歌山市黒田139-3 薬局

31 第一薬局小雑賀店 和歌山市小雑賀726-8 薬局

32 第一薬局土入店 和歌山市土入176-3 薬局

33 第一薬局鳴神店 和歌山市鳴神491-3 薬局

34 第一薬局宮店 和歌山市鳴神122-12 薬局

35 第一薬局吉田店 和歌山市吉田586小澤ビル1階 薬局

36 第一薬局和佐店 和歌山市岩橋871-1 薬局

37 調剤薬局ツルハドラッグ津秦店 和歌山市津秦237番地 薬局

38 調剤薬局ツルハドラッグ紀三井寺店 和歌山市紀三井寺653番地 薬局

39 調剤薬局ツルハドラッグ琴の浦店 和歌山市毛見928-6 薬局

40 テビラ薬局 和歌山市手平4-2-26 薬局

41 医療法人裕紫会中谷病院 和歌山市鳴神123-1 医療機関（休止中）

42 日本調剤和歌山西薬局 和歌山市古屋60 薬局

43 日本調剤九番丁薬局 和歌山市九番丁26 薬局

44 調剤薬局ネットワーク栄谷店 和歌山市栄谷164-24 薬局

45 与田病院附属ふじと台クリニック 和歌山市中573-19ふじと台ステーションビル4F 医療機関

46 ホーム薬局 和歌山市野崎20-11 薬局

47 調剤薬局ホンダ 和歌山市西庄1016 薬局

48 調剤薬局ホンダ西庄中央店 和歌山市西庄338-40 薬局

49 宮前薬局 和歌山市北中島1-71 薬局

50 ルピナス調剤薬局 和歌山市九番丁24 薬局

51 株式会社和歌山医化学研究所 和歌山市岩橋1503-4 衛生検査所

52 和歌山PCR検査場 和歌山市西釘貫丁2-53プレミール石川1F 衛生検査所

53 和歌山駅前PCR・抗原検査場 和歌山市美園町５丁目１３-2和歌山駅西口地下広場 衛生検査所

ＰＣＲ検査等無料化事業　実施拠点一覧　（令和４年７月１５日時点）　　　※詳細は県HPをご確認ください。情報は随時更新しています。

https://www.wpa.or.jp/about/access/#section-first25
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=311
https://ikeuchi-kougyou.com/
https://isao-pharmacy.com/
https://www.imamura.or.jp/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=336
https://stores.welcia.co.jp/6791D
https://stores.welcia.co.jp/6765D
https://stores.welcia.co.jp/6772D
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=179
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=332
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=267
https://hirooka-g.co.jp/tenpo/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%90%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3-%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=386
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=370
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=293
https://hirooka-g.co.jp/tenpo/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%90%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3-%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%ba%97/
https://hirooka-g.co.jp/tenpo/%E3%82%A8%E3%83%90%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3-%E5%AE%AE%E8%A1%97%E9%81%93%E5%BA%97/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~orangeclinic/
https://www.karugamo.net/shop/wakayama/wakayamaekimae/
https://www.youtsuki.com/kinokuni-ph/
https://kouzaki.jp/
https://kansai-pcr.com/
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=276
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=296
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/22
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=305
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=176
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=250
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=503
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=278
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=489
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=242
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=246
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=374
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=367
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=11100
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1871
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1499
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=525
http://www.kikyokai.or.jp/info/freepcr.html
https://www.nicho.co.jp/tenpo/wakayamanisi/
https://www.nicho.co.jp/tenpo/kyuubanchou/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=173
https://fujitodai-clinic.jp/
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=177
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=262
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=354
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=315
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=372
https://wakayamapcr.wixsite.com/website
https://wakayamapcr.wixsite.com/website


検査場所名 所在地 備考

ＰＣＲ検査等無料化事業　実施拠点一覧　（令和４年７月１５日時点）　　　※詳細は県HPをご確認ください。情報は随時更新しています。

54 下津薬局 海南市下津町下津3066 薬局

55 新町調剤薬局 海南市日方1272-51新町ビル1Ｆ 薬局

56 第一薬局海南駅前店 海南市名高531-4　Y.Tビル1階北側 薬局

57 第一薬局日方店 海南市日方1521-3 薬局

58 調剤薬局ツルハドラッグ海南駅前店 海南市名高555-7 薬局

59 調剤薬局ツルハドラッグ温山荘前店 海南市船尾365-16 薬局

60 日本調剤紀美野薬局 紀美野町小畑96-1 薬局

61 日本調剤小畑薬局 紀美野町小畑字森ノ坪60-1 薬局

62 いちご耳鼻咽喉科藤原クリニック 岩出市吉田319-10 医療機関（休止中）

63 ウエルシア薬局岩出中黒店 岩出市中黒546 薬局

64 エバグリーン薬局岩出高塚店 岩出市高塚188-1 薬局

65 ジップドラッグ東洋岩出薬局 岩出市野上野98-3 薬局

66 なぎさ薬局 岩出市中黒243-3 薬局

67 ゆうあい薬局 岩出市川尻54-1 薬局

68 薬局紀佂 紀の川市打田19番地11敷地内 薬局

69 調剤薬局ツルハドラッグ粉河店 紀の川市粉河941番地1 薬局

70 日本調剤紀の川薬局 紀の川市打田1343-1 薬局

71 株式会社調剤薬局ホンダ貴志川店 紀の川市貴志川町丸栖1420 薬局

72 伊都薬局小峰台 橋本市小峰台2-12-43 薬局

73 橋本うめ薬局 橋本市小峰台2-12-40 薬局

74 紀和病院 橋本市岸上18番地の1 医療機関

75 コジマ調剤薬局 橋本市市脇4-7-6 薬局

76 スズラン薬局橋本店 橋本市高野口町名古曽916-4 薬局

77 株式会社中谷薬局 かつらぎ町大字西飯降3番地の12 薬局

78 スズラン薬局九度山店 九度山町九度山788-4メゾンプラクミン１F 薬局

79 下津薬局初島店 有田市初島町里1704 薬局

80 ひまわり薬局 有田市宮崎町40-3 薬局

81 やよい堂薬局アリダ店 有田市糸我町西560-1 薬局

82 そまの薬局 湯浅町湯浅935-1 薬局

83 エバグリーン薬局吉備店 有田川町天満562 薬局

84 アイン薬局御坊店 御坊市湯川町財部726-8 薬局

85 オレンジ薬局 御坊市湯川町財部721-2 薬局

86 株式会社喜多芳雲堂薬局 御坊市御坊240 薬局

87 メディカルステーションそのてつ薬局 御坊市湯川町財部636-2 薬局

88 なんかい薬局 御坊市湯川町財部717-1 薬局

89 阪神調剤薬局和歌山御坊店 御坊市薗96-1 薬局

90 Yamashita Pharmacy 御坊市名田町野島1-6 薬局

91 日高会営調剤薬局 美浜町和田1138-120 薬局

92 医療法人大嶋内科医院 田辺市龍神村福井1247 医療機関

93 紀南病院前会営調剤薬局 田辺市新庄町225-160 薬局

94 切目屋調剤薬局 田辺市新万23-14-1 薬局

95 切目屋調剤薬局下三栖岩屋支店 田辺市下三栖岩屋1483-23 薬局

96 切目屋調剤薬局中屋敷支店 田辺市中屋敷町68-4 薬局

97 切目屋調剤薬局神島台支店 田辺市神島台3-8 薬局

98 ダック調剤薬局あいづ店 田辺市下万呂67-8 薬局

99 田辺PCR検査場 田辺市湊40-39 衛生検査所

100 ナカヤドラッグ薬局 田辺市上の山2-17-8 薬局

101 ヒロセ調剤薬局 田辺市高雄3丁目12-8 薬局

102 アイン薬局南紀白浜店 白浜町1462-3 薬局

103 アトム調剤薬局 白浜町堅田765-1 薬局

104 出嶋薬局朝来店 上富田町朝来995-6 薬局

105 新宮薬剤師会会営薬局 新宮市蜂伏14-19 薬局

106 セイムス那智勝浦朝日薬局 那智勝浦町朝日1-221 薬局（休止中）

107 なごみ薬局 那智勝浦町朝日1-61 薬局

https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=4
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=11
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=23
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=20
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1501
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1500
https://www.nicho.co.jp/tenpo/kimino/
https://www.nicho.co.jp/tenpo/shobata/
https://3387ichigo.com/
https://stores.welcia.co.jp/6600D
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=449
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=450
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=546
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=424
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=488
https://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=11555
https://www.nicho.co.jp/tenpo/kinokawa/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=423
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=149
http://www.umeyaku.co.jp/
http://www.nanroukai.or.jp/
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=154
https://www.kraft-net.co.jp/sakura/store/4132/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=159
https://www.kraft-net.co.jp/sakura/store/4133/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=132
https://www.karugamo.net/shop/himawari/
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=504
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=133
https://hirooka-g.co.jp/tenpo/%e3%82%a8%e3%83%90%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3-%e5%90%89%e5%82%99%e5%ba%97/
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=53
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=34
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=530
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=41
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=52
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=54
https://wpa-pharmacy.jp/detail.php?hid=482
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=50
https://byoinnavi.jp/clinic/91146
https://www.wpa.or.jp/pharmacy/detail.php?hid=97
https://www.kirimeya-pharmacy.jp/store_info/#kirimeya_pharmacy_main_shop
https://www.kirimeya-pharmacy.jp/store_info/#kirimeya_pharmacy_shimomizu_iwaya
https://www.kirimeya-pharmacy.jp/store_info/#kirimeya_pharmacy_nakayashiki
https://www.kirimeya-pharmacy.jp/store_info/#kirimeya_pharmacy_kashimadai
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